
【動画】ロックダウンしなかったスウェーデンの今 

伊勢です、 

お待たせしました。 

スウェーデンライブセミナー 
第二回目を公開します。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ロックダウンをしなかった 
スウェーデンの今と教育の話： 
https://youtu.be/zqlDyTyr-6M 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

私が、今回刺さったのは 
移民問題の話でした。 

スウェーデンの移民問題のリアルを 
聞くことができて勉強になりました。 

2015年からのシリア難民受け入れにより 
スウェーデンの財政が圧迫されているようです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
本当に北欧は理想の社会なのか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

私は、北欧好きです。 

先に言っておきます。 

彼らの考え方が好きです。 

社会システムも好きです。 

それはさておき、 

北欧というと、 

「バカンスが1ヶ月以上あるなんて 

https://youtu.be/zqlDyTyr-6M


羨ましい！」 

「男性も家事を半分以上していて 
羨ましい！旦那に爪を煎じて飲ませたい！」 

「男性の産休もしっかりあるなんて最高！」 

「週4勤務のところも増えてきてい 
しかも業績も給与もアップしているらしい！」 

「失業しても1年近く給与がもらえるし 
職業訓練も受けられるなんて信じられない！」 

「残業も宿題もないなんて夢みたい！」 

「15時には家に帰れるのに 
日本より一人あたりのGDPが高いって 
どういうことよ？」 

など、 

・短時間労働 
・長期バカンス 
・手厚い社会保証 
・男女平等 

などのイメージがあります。 

しかし、そのような表面的な 
部分だけ見ていても見えないものが 
あります。 

私は、北欧を訪れて、学校に行ったり 
大臣と話をしたり、色々視察する中で 
気づいた事があります。 

「根本の目的は何なのか？」 

ということです。 

北欧の特長的な、 

・労働時間も 



・育児休暇も 
・バカンスも 
・教育制度も 

いきつく先は、ひとつだなと 
思いました。 

全てのその目的のために 
制度が設計されているということです。 

それは、 

「男女関係なく全員働く国をつくる」 

「なぜなら、税収が上がるから！」 

「仕事ができる生産性の高い人を育てる 
教育をする」 

「なぜなら、税収が上がるから！」 

つまり、 

「全員で働いて、全員で税金を収めて 
高福祉社会をつくる！」 

それが、北欧のあり方であり 
目指すゴールなのです。 

それは、男性だけが働くより 
女性もフルタイムで働いた方が 
国の生産高はあがりますよね。 

結果、税収増えますよね。 

で、 

税収が増えれば、誰もが安心して 
生きていける高福祉社会をつくれますよね。 

北欧にいくと、日本人やアメリカ人は 
サバイブしているなと思います。 



常に危機感を持って自分で 
人生をなんとかしないとと 
焦っています。 

しかし、北欧では、 

「全体的に人生に安心している」 
「みんな安心して生きている」 

と、強く感じました。 

そういう社会を実現するためには、 

全員で男女関係なく 
フルタイムで働く必要があります。 

ではでは、、 

「女性もフルタイムで働ける 
社会ってどんな社会だろう？」 

という話になってきます。 

「男女が平等であり均等のチャンスがある社会」 

「女性が15時には家に帰れる社会」 

「子供の面倒を男性もみる社会」 

「1歳から子供を預けられる社会」 

ということになってきます。 

そこから、 

・短時間労働や、 
・育児休暇の制度 

が、生まれているのです。 

『目的』あっての『制度』です。 

教育についてもそうです。 



「税収を増やすために生産性の高い 
仕事ができる人間をつくる！」 

という目的があり、 

「生産性が高いとは 
どういうことか？」 

「それは、グループワークを 
できる人だ」 

ということになります。 

仕事ってチームでやりますよね。 

だから、勉強をガリ勉でひとりで 
ゴリゴリやれたとしても 
その人が他人と一緒に協調して 
仕事ができるかというと 

「？」 

なわけです。 

だから小学生のときから 
徹底的に「グループワーク」を 
します。 

「グループでなにかをつくり 
発表をする」 

これを徹底的にやります。 

人と意見を交換して、 
自分の特長を活かす方法を見つけて、 
しっかりと他人にプレゼンできる人を 
つくっているわけです。 

小学生から職業訓練を受けている 
ようなものですから、、 

それは、生産性の高いハイスペックな 



大人が出来上がります。 

そして、目的である、 

「生産性の高い人をつくることで 
税収を増やす！」 

というのを実現しています。 

ここまで理解が進むと 
見えてくると思いますが、、、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
チーム全体の最適化のために 
個人が存在している 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

そんな国家像が見えてきます。 

そして、それは、 

「ひとりでもサボる人が 
いたら破綻するシステム」 

でもあります。 

誰かがズルをしたら 
終わるわけです。 

「働かないで、高福祉の恩恵を受けて 
生活保護を受けてやる、 
ウッシッシ」 

という人が増えたら 
国家が破綻します。 

みんなが国というチームのために 
役割を果たすから成り立つのが 
高福祉国家です。 

それが、 



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
移民の大量流入で社会システムが 
崩れつつある 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

コロナでは、 

「ロックダウンしない」 

というスウェーデンの決断は 
一見すると、 

『民度が高い人たちの 
自由を大事にした決断』 

素晴らしい！という感想になりがちです。 

しかし、 

そうばかりでもないわけです。 

今まで話しをしてきたように 

「真の目的」 

というものが存在します。 

その辺りについて、今回のライブでも 
お話がありましたね。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
経済を止めると社会が回らなくなる 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
移民の人たちによって高齢者が亡くなった 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
移民の人たちを早く労働市場に出そうと 
するあまり教育がおざなりになっている 

それがコロナでロックダウンしなかった 



ひとつの理由 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

というような側面がありました。 

これは、北欧の中では大国で 
人口が多いスウェーデンならではの 
ジレンマを感じました。 

財政と移民の問題と 
コロナロックダウンの対処が 
実はつながっていたんだ、 

という発見がありました。 

このような事前情報を持って 
今回のライブを見ると 
色々な気付きがあると思います。 

それでは、お楽しみください。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ロックダウンをしなかった 
スウェーデンの今と教育の話： 
https://youtu.be/zqlDyTyr-6M 

感想はこちらからお願いします 
https://docs.google.com/forms/d/
1bTuGaHSHuT_hfkCHWD7zZsRd8AOMumjfjf4GTNwYOJ8/ 

※感想重要です。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

あと、お願いなのですが、 
前回のスウェーデンの感想が少なく、 

講師の方と、ナビゲーターの 
川本さんにフィードバックができていません。 

「改善のためにアンケートを見せて欲しい」 
と、お願いされているのですが、 

https://youtu.be/zqlDyTyr-6M
https://docs.google.com/forms/d/1bTuGaHSHuT_hfkCHWD7zZsRd8AOMumjfjf4GTNwYOJ8/
https://docs.google.com/forms/d/1bTuGaHSHuT_hfkCHWD7zZsRd8AOMumjfjf4GTNwYOJ8/


現在5件しか届いていないので、 

「えっ、こんだけ？？ 
私たちってば、このライブを 
やった意味あったの？？」 

しょんぼり。。 

と、このままだと、なりかねません。 

ぼくとしても、せっかく本気で作り込んで 
くださったのに、申し訳なくて、心が痛いです。 

すみませんが、 

前回のアンケートもお答えいただけ 
ますでしょうか？ 

今回のも前回のも、講師の方と 
川本さんのへのフィードバックのために 
ご協力お願いします。 

皆さん反応が分からないと 
役に立てたのか、 

何を知りたかったのかが 
分からずに、 

困ってしまいます。 

今後も良いプログラムをつくって 
貢献しようとしてくれていますので、 

エクベリさんご夫妻には 
もう一度、登壇いただく交渉を 
現在しています。 

バナナの葉っぱや皮を利用した 
サスティナブルビジネスについて 
お話をしていただきたいのです。 

しかし、 



今のままだと、あまりにも寂しい 
アンケートの結果にショックを 
受けてしまうと思います。 

なので、ぜひ、ご覧になった方は 
記入をお願いします。 

///////////////// 

第一回スウェーデンのサーキュラー 
エコノミー最前線： 
https://youtu.be/Jmugm8Qg_HY 

アンケートはこちら： 
https://docs.google.com/forms/d/1gdCA90a7shg-
kElQwFWDZ1H_GtJATW2gLLLLOWTy93c 

///////////////// 

主催側からの勝手な意見を 
お伝えすると、 

・ライブに生で出てくださる事 
・アンケートをくださる事 

これは、非常に助かります。 

運営としては、めちゃくちゃ 
助かるのです。 

本当に助かります。 

呼ぶからには、ゲスト講師の方に 
喜んでもらいたいですし、 

やはり人数が少ないより 
多い方が、圧倒的に喜んで 
もらえます。 

気合も入れてくださいます。 

なので、生で出てくださる方には 
本当に感謝しています。 

https://youtu.be/Jmugm8Qg_HY
https://docs.google.com/forms/d/1gdCA90a7shg-kElQwFWDZ1H_GtJATW2gLLLLOWTy93c
https://docs.google.com/forms/d/1gdCA90a7shg-kElQwFWDZ1H_GtJATW2gLLLLOWTy93c


同様にアンケートに答えてくださる方にも 
深く、深く感謝しています。 

生で参加くださる方と 
アンケートに答えてくださる方には、 

「めちゃくちゃ貢献してもらっている！」 

と感謝しきりです。 

本当に、本当に、感謝しています。 

「お金を払ってサロンに参加しているのだから 
そんな事言われたくない」 

と、思う方も 
いらっしゃるかもですが、 

実は、アンケートだったり 
生で出てくださる方のおかげで 
提供できている事があるのも事実なのです。 

・・・・・ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
コロナ先輩からのアドバイス 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

コロナに罹った伊勢からの 
アドバイスですが、 

「タイレノール」は家において 
おくと良いと思います。 

医療品だと「カロナール」です。 

かなり症状が緩和されて 
楽になります。 

熱や頭痛、体の関節の痛み 



などが出たら、我慢せずに 
早めに飲んだ方が楽になります。 

日本人は熱は下げないほうが良いと 
年配の方から教わってきたので 
辛くても我慢しがちですが、 

我慢せずに速攻で飲んだ方が 
良いように今回思いました。 

周りの8人ほどを観察しても 
早く飲んだ人の方が 
症状が軽かったです。 
（エビデンスはありません。 
ただの感覚なので信じすぎないでください） 

「他の風邪薬じゃだめなの？」 

という話もありますが、 

アセトアミノフェンの量が 
多いので他の薬よりも 
タイレノールかカロナールです。 

あとは、動脈決酸素飽和度を計測できる 
「パルスオキシメータ」を事前に買っておくと 
安心します。 

咳き込んできて、息が苦しくなって 
きたときに酸素飽和度を測れます。 

そして、 

パルスオキシメーターを持つ 
一番のメリットは 
病院に電話をしたり 
救急車を呼ぶときに「数値を言う事」で 
確実に入院させてもらえることです。 

94以下、特に90以下なら 
余程ベッドが足りていない状態で 
ない限りは入院して治療してもらえます。 



予防としては、 

ビタミンDとZinc（亜鉛）が 
良いと言われています。 

・・・・・・ 

それでは、良い日曜日を 
お過ごしください。 

伊勢隆一郎 

追伸： 

昨日のメールも読まれていな方は 
ぜひ、お読みくださいね。 

https://rise-land.com/oise/content/210612taxi.pdf 

https://rise-land.com/oise/content/210612taxi.pdf

